
  K-PURO 社是 ： お客様の満足度 道徳経済一体型思想 ありがとうの心と感謝の心 

 

K-PURO６つのモットー 誠実・正確・強力・スピード・信頼・笑顔                   

 今月の言葉      今、ここから始まる 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 事 業 所 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◆         商  号   株式会社 ケイプロ               https://k-puro.co.jp 

◆         屋  号   都市防犯プランニング社              mail  info@k-puro.co.jp 

◆         本    社    埼玉県蕨市中央 1-7-1 シティタワー蕨   TEL   048-446-9445 

◆         千葉支店     千葉県千葉市中央区新町 1-20 江澤ビル    TEL   043-243-6110 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 業 務 内 容 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

機械警備      弊社のセキュリティプランに SECOM・ALSOK・CSP のインフラを使用 

防犯カメラ    周辺環境・建物構造・人的要因・犯罪データを分析し有効適切な位置へ設置 

メンテナンス  消防設備点検・工事から AED 斡旋のメンテナンス業務 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 加 盟 団 体 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

RID2770   川口モーニングロータリークラブ      http://kawaguchi-morning.jp/ 

NPO 法人   さいたま起業家協議会              https://saitama-kk.org/  

公益社団法人 千葉東法人会               http://www.chibahojin.jp/  

一般社団法人  千葉市中央区倫理法人会             http://www.rinri-chiba.org/  

公益財団法人  モラロジー研究所                     http://www.moralogy.jp/  

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【 応 援 団 体 企 業 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

ひとたび生じてしまった事態は「なかったもの」にすることはでき

ません。 

しかし、事態の受けとめ方やその後の対応は、自分自身の心次第で

はないでしょうか。 

遠い昔に起こったつらく悲しい出来事さえも「あの出来事があったからこそ、今がある」と

いうようにその意味づけを変えることができるのは、私たちの心の力なのです。 

日々に起こる出来事のすべてを苦難も含めて正面から受けとめ、常に「今、ここから始まる

のだ」という心構えで前向きに歩んでいけたなら、私たちの人生は希望に満ちていくことで

しょう。 

https://k-puro.co.jp/
https://saitama-kk.org/
http://www.chibahojin.jp/
http://www.rinri-chiba.org/
http://www.moralogy.jp/
https://hananokotoba.com/goldenrod/
https://www.jsad.or.jp/
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 今月の良い話    税金なんてアホらしでは伸びぬ 

資本金 300 万円で、1000 万円を個人保証していただいて

借り、初年度にやっと 300 万円の利益が出たんです。 

当時、経理も知りませんでしたから、保証して下さった

方に迷惑をかけてはいけないので、 

3 年間で借金は返せると思ったんです。 

ところが、なんと税金が百何十万円かかり、配当もする

と、100 万円ぐらいしか残らない。 

借金返すのに 10 年かかるわけです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

びっくり仰天して、みんなに相談すると、そのために脱税するというんです。 

しかしそこで発想を変え、税金はもともと経費だと考え直したんです。 

その残った分をどう伸ばすかが勝負だと見たわけです。 

そうすることによって、被害者意識はなくなりました。 

儲けの半分を税金で取られてあほらしいと思っていると、中小企業のまま終わるんですね。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

半分取られても、それは経費で、あとの半分は自由に使える、それをどう大きくするかと 

見るようにしないと駄目ですね。 

秘訣といわれても、碁石のようにポンと打って形勢が一変するということはないような気が

します。 

地味な努力の積み上げしかないと思います。 

最初の 100 万円、50 万円を大事にして、積み上げるしかないのではないですか。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

それと、経営の中心は人ですから、社員との人間関係が大切ですね。 

事業を通じて社員が幸せになるという合意があって、みんなが協力してくれる雰囲気が一番

だろうと思います。 

そういう素晴らしい人々に集まってもらうには、自分自身がそういう人間にならなければい

けないと思います。 

私と 2200 人の社員との人間関係は、最初に 28 人で肩寄せ合い、なぐさめ合って、仕事を始

めたときの信頼の輪を広げただけだと思っています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＊日経ビジネス 1975 年 12 月 8 日号（京セラ創立 16 年でのインタビュー記事） 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

稲盛 和夫                       記事提供 日経トップリーダー 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbusiness.nikkei.com%2Fatcl%2Fseminar%2F19nv%2F120500136%2F072800521%2F&psig=AOvVaw2zWCf1zpgwsJDelTaqtkh-&ust=1630226931705000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCOi1y92q0_ICFQAAAAAdAAAAABAD
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今月の良い話      智弁和歌山高校野球部の原点 

和歌山に来た前年の 54 年というのは県立箕島高校が春、夏の甲子園を連破した年なんです。

一方、自分のところはキャッチボールもまともにできない。 

体力づくりのトレーニングをやったら、みんな 10 分間でへたってしまう。 

いやあ、えらいところに来たな。これは甲子園に出るのに 20 年かかるなと思いました。 

20 年かかるところをなんとか短縮しようと方法を考えたんです。一つは「教えるよりも感じ

させる」ということ。このくらいのレベルの選手にいくら技術を教えても消化吸収できない

だろう、それなら自分の肌で感じさせたほうが早いなと思ったんです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

要は強いところとゲームをやって、こてんぱんにやられれば、

何かを感じるだろうと。 

ところが県内の強い高校はどこも相手をしてくれない。 

「智辯といったら奈良やろう。和歌山にもあるの？」という返

事でね。それで和歌山の学校は諦めて、まず徳島の強豪・池田

高校の蔦監督に電話をしたら「すぐに来い」と。 

でも、練習試合をしたら案の定ボロ負けです。もうね、30 何点とられるんですよ。 

和歌山に帰ってくるまで３時間くらいかかるんですが、何人かは途中で悔し泣きしていまし

た。「なんで同じ高校生でこんなんなるねん？」と。 

その姿を見た時に、「あっ、これで甲子園は行けるな」と思いました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ボロボロに負けて帰ってきた次の日にミーティングをしたんです。 

そこで「ホームランを打つにはこういうトレーニングが必要や」 

「速いボールを打つにはこういうトレーニングをせなあかんで」と 

話すと、あとは放っておいても自主的にやり始める。 

悔しさを覚えると自分で走り出すものなんです。 

するとグーンと伸びてくる。それで１か月たった頃にまた練習試合を

やると、今度は取られても 10 何点です。 

それでうちも何点か取るから差が縮まってくる。それから 1 か月練習

してまた試合をすると、今度はいい試合になる。2 か月ほどでチーム

はがらっと変わりました。下手とか上手よりもいかに心の部分が大切かということですね。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

高校野球の監督さんは皆そうだと思いますが、世の中に出た時にどう生きていくか、高校野

球を通して選手にそれを学んでほしいんです。 

壁にぶち当たった時に、苦しい練習を乗り切ったという経験を役立ててほしい。 

挨拶であるとか、責任感であるとか、世の中を生き抜いていく時に必要な術をいろいろ学べ

ますからね。一つはさっきも言った「悔しさ」を教えてやるということでしょう。 

もう一つは「プレッシャーに負けない」ということです。 

プレッシャーに勝たないと自分の力は発揮できません。 

だから、普段の練習からいかにプレッシャーを与えるかを考えています。 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

高嶋 仁（智弁和歌山高校野球部元監督）            記事提供 致知出版社 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvk.sportsbull.jp%2Fkoshien%2Farticles%2FASL8S7DZWL8SPLZU008.html&psig=AOvVaw2F3c1FQrTTFOlKD4qXwMcP&ust=1630289761875000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCNCGiOSU1fICFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmainichi.jp%2Farticles%2F20210826%2Fk00%2F00m%2F050%2F181000c&psig=AOvVaw2F3c1FQrTTFOlKD4qXwMcP&ust=1630289761875000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCNCGiOSU1fICFQAAAAAdAAAAABAR
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食品は、家族 3 人が 3 日間過ごすための最低限必要なアイテムです                 

食品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□水 27ℓ（1 人 1 日 3ℓ×3 人×3 日）                          

□主食 27 食分（1 日 3 食×3 人×3 日 レトルトご飯、パン缶など）               

□主菜 9 食分（1 日 1 食×3 人×3 日 さば缶、魚肉ソーセージなど）            

□レトルト食品 9 食（レトルトカレーなど）                        

□野菜ジュース 9 本（1 日 1 本×3 人×3 日）  □菓子類（クッキー、チョコレートなど）                  

生活用品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                       

□カセットコンロ＋ボンベ 6 本 □簡易トイレ 45 回分   □懐中電灯 1 本                

□乾電池1パック       □トイレットペーパー3巻 □ウェットティッシュ1パック     

□軍手 3 組（防寒具としても）  □使い捨て食器       □ポリタンク         

□水のいらないシャンプー     □充電式ラジオ      □スマホ充電器      

□薄めの座布団（頭巾併用）    □救急セット       □運動靴・スリッパ     

□ガムテープ 1 巻（メモ帳代わりにも）   □ゴミ袋 30 枚（雨具や防寒具、簡易トイレに） 

 

ある日，床屋さんに神様が散髪にやって来た。「散髪代はいくらかね」神様が尋ねると、   

床屋は「めっそうもない。神様からお金をいただくわけにはいきません」と答えた。 

次の朝。床屋が外に出ると、１２枚の金貨が店先に置かれていた。 

その次の日、床屋さんに仏陀が散髪に来た。「散髪代はいくらかな」仏陀が尋ねると、    

床屋は「めっそうもない。仏様からお金をいただくわけにはいきません」と答えた。 

次の朝。床屋が外に出ると、１２枚のルビーが店先に置かれていた。 

そのさらに翌日。床屋さんに政治家がやってきた。             

「散髪代はいくらだね」政治家が尋ねると、床屋は「めっそうもない。我々の代

表からお金をいただくわけにはいきません」と答えた。 

次の朝。床屋が外に出ると、１２人の政治家が列を作って、床屋が開くのを待っていた。

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   

今月の表紙の花 ：アキノキリンソウ「予防 用心 励まし」                               

友人の嶋田さんが経営する北斗星

食堂車両「グランシャリオ（ベーカ

リーレストラン）」のサビ等による

老朽化が進み補修を余儀なくされ

ています。コロナ禍において営業も

ままなりません。従業員には障がい

を持つ方も多く雇用されており、このままでは彼らの働き場所も失われてしまいます。今回、

クラウドファンディングを用いた支援要請を行っています。詳細は下記 URL をご覧になられ、

ご賛同下されば、気持ち程度でも構いませんのでご支援いただけると嬉しい限りです。                    

住所：埼玉県川口市戸塚 3-31-31     https://readyfor.jp/projects/grandchariot                                                                    

注：プロ太とは、写真の K-PURO 番犬です （体長 10 メートル・体重 1 トン・無敵無敗） 

事件ファイル NO161   備災チェックリスト 

 プロ太の小話集   NO161  『 床屋の客 』 

https://readyfor.jp/projects/grandchariot

